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Abstract: In recent years, research and development of nano-satellites that can be developed quickly and at low cost has been 

active. In addition, demand for nano-satellites is increasing in the private sector for services such as data business and Internet 

communications using a constellation of nano-satellites. On the other hand, most nano-satellites cannot be equipped with a 

propulsion system because of weight and power limitations due to their small size and light weight. This limits the mission, 

shortens the life of the satellite, and increases the risk of debris generation. For these reasons, it is important to develop small 

propulsion systems for small satellites. Pulsed Plasma Thruster (PPT), a type of electric propulsion system, is a solution to 

these problems. The purpose of this study is to clarify the relationship between the thrust characteristics of the coaxial PPT 

and the parallel-plate PPT developed in a previous study, and to clarify the relationship between the propellant consumption 

and the specific impulse that contributes to the thrust. 

 

1. 研究背景と目的 

近年，短期間かつ低価格で開発できる超小型人工衛星の

研究開発が盛んに行われている．また，小型衛星コンステレ

ーションを活用したデータビジネスやインターネット通信

を提供するサービスなど，民間企業における小型衛星の需

要が高まっている．一方で，超小型人工衛星は小型化，軽量

化を目指しているため重量や電力などの制限があり，ほと

んどの小型人工衛星は推進機を搭載することができない側

面がある．そのため，衛星自身で軌道変更や姿勢制御ができ

ないことによるミッションの制限，衛星の短命化，デブリ化

などの問題が発生する．以上の理由から，小型の人工衛星の

ための小型推進機の開発が重要となっている．これらの問

題を解決する小型推進機として，電気推進機の一種である

パルスプラズマスラスタ（Pulsed Plasma Thruster ;PPT）が挙

げられる．本研究では，作成した同軸型 PPT と，先行研究

で作成された平行平板型 PPT を比較して推力特性の関係を

明らかにすることや，推力に寄与する推進剤消費量と比推

力の関係を明らかにすることを目的とする． 

 

2. PPT 

各種電気推進機の動作範囲を表 1 に，また PPTの一般的

な概略図を図１に示す． 一般に電気推進機の推進剤はヒド

ラジン，アンモニア，水素，キセノン，クリプトン，水など

の気体や液体を採用しているため，タンクや配管，バルブ等

の設備が必要になる．よって，小型化，軽量化を目指す超小

型人工衛星にそれらを搭載することは難しい．一方で PPT

ではテフロン（PTFE）などの固体推進剤を採用しているた

め，タンクやバルブを必要としない簡易的な構造となる．そ

のため，PPT は超小型人工衛星に適した推進機であるとい

える．また，PPTはパルス放電によって推力を発生させる電

気推進機であり，任意の時間間隔で微小推力を発生させる

ため，衛星の精密な姿勢，位置制御要求に応じた全力積を正

確に発生できる．その反面，他の電気推進機と比べ比推力が

小さいことやパルス放電終了後も固体推進剤表面から昇華

が続き，それが推力に寄与しないなどの問題点が挙げられ

る． 

 

Table 1. Operating range of electric propulsion[2] 

 

 

 

Figure 1. Schematic diagram of general PPT[3] 

 

 次に，PPT の動作原理について図 2 とともに説明する．
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まず，イグナイタからパルス状の高電圧放電を発生させ，固

体推進剤の露出面から少量の固体推進剤を昇華，プラズマ

化させる．発生したプラズマは電極間に広がり，短絡するこ

とでキャパシタから電流が流れ主放電が形成される．この

主放電によるジュール加熱，輻射などによって固体推進剤

をさらに昇華，プラズマ化させ，主放電電流と自己誘起磁場

によるローレンツ力によって打ち出される．また、昇華した

固体推進剤のうち，電離しなかった部分は高エンタルピー

気体の膨張による気体力学的加速を受ける． 

 

 
Figure 2. Thrust generation mechanism of PPT[3] 

 

3. 同軸型PPT 

図2に示したPPTは平行平板型PPTと呼ばれている．本

研究では同じPPTに属する同軸型PPTを研究対象としてい

る．以下に本研究で用いる同軸型 PPT の概略図を図3 に示

す． 

 

 
Figure 3. Schematic diagram of coaxial PPT 

 

同軸型PPTの動作原理は平行平板型PPTと同様に，発生

したプラズマが電磁力学的加速受けることに加えて，平行

平板型 PPT よりも気体力学的加速を受ける割合が大きい等

の特徴を有する．また，ジュール加熱，輻射などにより固体

推進剤をプラズマ化する際，熱流束が大きく平行平板型PPT

よりも昇華量が多く，推進剤消費量が大きいことから平行

平板型 PPT と比べ推力が大きいことや，比推力が小さいと

いう特徴がある． 

 

4. 実験装置 

 本研究では固体推進剤はテフロン（PTFE）を採用し，電

極の材料は SUS304 を採用した．また，平行平板型 PPT と

違い同軸型 PPT では電極の周りを筐体で覆う．この筐体の

材料はデルリンを採用した． 

 続いて，実験装置の概略図を図4に示す． 

 

 

Figure 4. Schematic drawing of experimental device 

 

 真空容器内に PPT を挿入し，イグナイタ電源と主放電用

の電源と接続して作動させる．実験条件として真空容器内

の気圧は10−3Pa程度とし，投入エネルギーは先行研究との

比較のため150, 300, 600 Jとする．ダブルプローブを用いた

プラズマ流速の測定を行い，推力に関しては歪ゲージを用

いた測定を行う． 

 

5. 性能計測 

 本研究では，PPTの性能計測として推力と1ショット当

たりの推進剤消費量の測定を行う．その後，同軸型と先行

研究での平行平板型を比較するためにそれぞれの推力密度

を算出し，推力特性の関係を明らかにしていく．ここで，

推力に関する評価は推力を時間積分したインパルスビット

を用いて評価する． 

 続いて，同軸型における推力に寄与せずに損失する推進

剤消費量を測るために，1ショット当たりの推進剤消費量

から得られる比推力とダブルプローブによって計測される

プラズマ流速から得られる比推力をそれぞれ算出し，それ

により推力に寄与する推進剤消費量と比推力の関係を明ら

かにする． 
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